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保元の乱、それからの源為朝伝説～英雄伝説の伝播に法則性があるのか 

池田 雄二 

 

研究の経緯 

・伯父の思い出：骨董品や関連文献に囲まれていた 

・親子で語り継がれる話：一射で軍船沈没、しかし自害の不思議と衝撃 

 

・実家（神奈川県秦野市）の景色：遠くに見える島々への興味 

・渡航：大島から徐々に南下、そしてその成果 

・伊豆諸島ツーリズム研究会、島嶼コミュニティ学会との出会い 

・発表依頼→論文公表依頼←趣味的研究の社会的意義の説明に悩む 

 

はじめに 

以下の理由により源為朝、源義経、安倍貞任の生存伝説を中心に取り上げる。 

 

①非業の死を遂げた英雄←生存伝説が生じやすい。 

②時代が古く、近い→伝説の蓄積→現実離れ、内容の矛盾等が生じる 

③地理的特徴←伝播法則を探る手掛かりになるかもしれない 

 

 英雄生存伝説特有の伝播傾向が浮かび上がるかもしれない（加えて地域振興？）。 

 

一 源為朝 

序 源為朝とは 

『保元物語』（13 世紀成立）によると、源為義８男で古今無双の強弓の名手である。18 歳までに九

州を平定し、鎮西八郎といわれた。しかし 1156 年(保元元年)の保元の乱で敗れ、大島配流となっ

た。その後、伊豆諸島制圧したが、勢力拡大を恐れた官軍により討伐され、1170年に自害した。 

 その後、伊豆諸島や琉球諸島民の信仰の対象となった。 
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１．伊豆諸島の位置関係（「東京あいらんど」より） 

 

全体的に北から南に飛び石伝いである。 

 

・大島～神津島まで近距離 

・神津島と三宅島間の距離がある 

・御蔵島から八丈島間の距離があり、その間に黒潮が流れる←往来は容易ではない 

 

２．大島での為朝 

 まず伊豆大島全図（大島観光協会 HP より） 
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(1)岡田上陸 

つかせっぱの浜に上陸。為朝足蹴の石や［大島町・「岡田港」、東京都教育庁大島出張所・23 頁、

大島観光協会・24頁］上陸腰掛けの石等の伝承が残る［樋口・59頁］。 

 

ネギドン（「禰宜殿」か）の屋敷 

為朝はここに身を寄せた（写真左が跡地）。 



4 

 

 
岡田開拓 

八幡神社建立。またテコを用いて溶岩を取り除いて村を開き、八幡神社を建てた。島民に農耕

を教え、畠に通う道を拓いた［東京都教育庁大島出張所・23頁、大島観光協会・24頁］。 

 
 現代でも岡田八幡神社の正月祭（1月 15日）が行なわれる。 

 

いぼっちゃ 

為朝討伐時に為朝の娘が身を隠したことに由来するという（写真。八幡神社境内）。 

 
(2)元町移転後 

為朝の館跡 

為朝は大島流罪後、伊豆の領主狩野介茂光の家来で大島代官藤井三郎忠重に預けられた。

代官所跡が残る（写真は赤門）。 
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代官所跡は現在でも為朝の子孫とされる藤井家がホテル赤門として経営している。当代 40代で

ある。元町では 9月下旬から 10月初旬の為朝まつりでは藤井家当主も参加する［樋口・59頁］。 

 

抜け道、物見台、ちから石 

藤井家敷地内にある。為朝が戦いに備えた遺構とされる［大島町・赤門］。抜け道は大変遠くま

で繋がっていたらしい。 

ちから石は為朝が弓勢を快復させるための鍛錬に用いた［小石・158頁］。 

 

為朝は日々の鍛錬に怠りなかったようだ。敷地内ではないが、刀研ぎ跡という史跡がある。為朝

が刀を研ぎ、磨いたため、周囲が鉄錆色になったと伝わる [大島観光協会・後掲・12頁]。 

 

為朝神社。 

これは為朝の死後に藤井家によって敷地内に建立された。為朝が八丈島から連れてきた鬼夜

叉も合祀されている。 

 

ためともさん 
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為朝は代官の娘簓
ささら

江
え

との間に２男１女をもうけたと伝わる。現在では大島の女性と結婚して本州

などから大島に移り住んだ男性を為朝にあやかってこう呼ぶ。長男為頼といい、官軍討伐時に為

朝が刺し殺した。次男為宗（為政）と娘は妻が抱いて逃げた[小石・158-160頁]。 

 

(3)大島での生活の終わり 

逢父母の山(現大久保山) 

自害の前に子との最後の別れをで行ったと伝わる。 

 

為朝古戦場 

大島北端、乳ヶ崎である。ここが有名な為朝が一射で軍船を沈めた場所である。 

 

業死の浜、一ト落しの鼻 

官兵が非業の死を遂げた浜［東京都教育庁大島出張所・23 頁］と生き残った平氏の軍勢が崖を

よじ登ろうとし、積んであった木石を一気に落とされて全滅した崖［東京都教育庁大島出張所・23-

24頁、大島観光協会・24頁］。 

 

(4)生存説：そうめん絞りの由来 

 生存前提の伝承は皆無ではない。為朝が大島を去る際に家来の者達に形見を与えた伝承があ

る［東京都教育庁大島出張所・24頁、大島観光協会・24頁］。 

 

３．利島での為朝 

八幡神社の流鏑馬神事 

 為朝がまつば山で流鏑馬をしたという故事に由来して、800年間流鏑馬神事が続いている。当た

った矢が山に近いか海に近いか、的に当たった矢の数によって山側の矢では豊凶、海側の矢で

は大漁不漁を占う[樋口・91頁]。 

 

４．新島での為朝 

まず新島全図（オリオンツアーより）。 

https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/20100698.html
https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/20100698.html
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羽伏（はぶし）浦上陸→土屋平右衛門家滞在 

為朝は島北部のに上陸し、雌雄の雉子に案内され、島名主の土屋平右衛門の家に入った。滞

在中に平右衛門の娘丹千代との間に一子を儲けた。なお土屋家は現在、青沼家として存続してい

る［新島本村教育委員会・為朝神社、野口］。 

 

為朝神社 

青沼家敷地内にある（写真 10） 

 

直筆画像、神
かみ

息
ひろ

、雌雄の雉子の剥製 

為朝神社の宝物で為朝が妻に残した物。神息は為朝が 9月 13日に新島を去る際、生まれた

子が男であれば、持って会いに来るようにと渡した刀である［新島本村教育委員会・為朝神社、樋

口・102頁、野口他］。 

 なお為朝が去った 9月 13日に為朝神社の祭りがある。 
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為朝御霊社 

為朝が新島に尽くしたとされるので、、建立された［野口］。 

 

５．神津島における為朝 

神津島では為朝が同島を支配したという伝承は伝わるが、明確な為朝関連史跡が存在しない。 

 

為朝の粟借用狀 

為朝が食料を求めて神津島に上陸した際の借用狀が戦前にあったという。戦前に悪徳商人に

持ち去られた（野口）。 

 

ほうそう神様 

 為朝が八丈島で疱瘡神を追い払った話は有名であり、為朝を祀っているとする島外の文献はあ

る［東京都教育庁大島出張所・23頁、大島観光協会・154 頁・24頁］。しかし島民にはそのような認

識は無いようだ。 

 

６．三宅島での為朝 

 まずは三宅島全図（四季クラブ「四季の旅」より） 
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為朝は官軍討伐後に三宅島上陸したと伝わる。島方取締役壬生右兵衛尉実一が饗応し、に館

を建てて 3年間滞在した後に八丈島に渡ったという1。 

三宅島では 1431年（永享 3年）頃に廃村になった伊ヶ谷村地域に集中している。そのせいか

為朝関連祭祀行事は確認されない。 

 

為朝神社 

為朝が住んだ壬生氏屋敷跡地が為朝神社になった。 

 

為朝の袂
たもと

石
いし

と為朝の力水 

伊ヶ谷にある（写真左と右）。 

 

袂石については傍の由緒書によれば、為朝が床几の梁にするために常に袂に入れて持ち歩い

ていた石である。袂に入れるには余りに大きい。この辺から伝承が現実離れしてくる。 

為朝の力水については詳細不明である。 

 

為朝の打抜岩 

島東南部の坪田地区の磯にある。為朝が 1km以上遠く離れた切り通しから矢を放って磯の岩

に大穴を空けたという。 

                                                   
1BIRDER編集部・10頁および三宅島・為朝の袂石由来、野口・後掲。また八丈島の高橋與市「園

翁交語」・30頁によると、三宅島に渡った為朝は幽かに遠島が見えたので、木を穿って舟を作り、

自ら棹さして１日１夜で八丈島に到着したと伝わる。 
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７．御蔵島での為朝 

 為朝の時代、御蔵島は無人島だったらしく、為朝は直接的には上陸していないとされる。 

 

虎正の根と大三郎の根 

虎正も大三郎も為朝の子とされる。虎正は驚異的な弓の技術を持っており、これに驚いた為朝

に斬り殺された。大三郎についてはは不詳である[広瀬・後掲・虎正の根]。 

 

八郎畑 

 為朝が三宅島から放った矢が落ちた所であると伝わる［東京都教育庁大島出張所・23 頁］。三宅

島から御蔵島までは約 20kmの距離がある（戦艦大和の副砲クラスの飛距離）。 

 

８．八丈島 

 まずは八丈島全図（オリオンツアーより） 

 

 史跡、伝承の数は伊豆諸島最大といってよい。しかも現実離れしたものが多い。伝承を分類して

紹介しよう。 

http://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/GALLERY/show_image.html?id=17158377&no=0
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(1)英雄伝説の範囲内 

八丈島の島名（大蛇退治） 

女や牛を襲う大蛇を為朝が退治したという。その死骸は８つに切り刻まれ、一切れが１丈あった

から八丈島と命名されたという（本山 175-178頁）。 

 

赤間がママ（大賀郷） 

絶壁にある筋のような跡。これは為朝が青ヶ島から連れ帰った鬼が為朝と登り比べをした際の鬼

の爪跡だと伝わる。または上手く登れない鬼が悔しがってつけた青い鼻水ともいう（本山。高橋・園

翁交語・38頁）。 

 
為朝石（血石）と耳跡石（大賀郷） 

７～８尺四方の大石。鬼との登り比べに勝った為朝が鬼を殺して埋めた印の石（写真左。右は腰

掛石。後述）。その際に血が付いた。捕えられる鬼は抵抗して石に鬼の耳跡がついた（画像右）。 

 
(3)現実離れした伝承 

(Ⅰ)巨人伝説類似 

為朝の釣針石（大賀郷） 

「為朝様」が大賀郷八丈富士の西山に登り、この釣針石に糸を付け、西山頂上にある岩石を釣

針石で引っ掛けてその岩石を海中に捨てた。その岩石が八丈小島になった。釣針石でその岩石

を引っ掛けた時の小穴が火口となった（本山 178-179頁）。 

 

為朝の足石（大賀郷） 

為朝がここから１里ある八丈小島へ飛び越えた時の足跡という（本山 166-171）。 
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(Ⅱ)極端な武威 

堀切
ほっき り

（大賀郷） 

為朝が大賀郷から樫立へ通じる道を通すため、腰掛石から大弓で矢を射て、山を射通した。そ

れが切通しになって道になった。両側の地層の筋は矢羽跡という（本山 171-172 頁）。その矢が落

ちたところはメイルクドの堤池といわれており、水が湧いて池になった（本山 173-174頁）。 

 

為朝の足跡 

官軍が八百余の船が攻め寄せた際、為朝は五人張りに 25束の矢で大船を射破った。小舟は扇

子で扇いで沈めた。戦の際、為朝が弓を射るために力を入れた足跡だという（本山 175-178）。 

 

(Ⅲ)神威 

 英雄伝説というよりは神や高僧等にありがちな伝説と類似性があるものである。 

 

五ヶ村の願望 

為朝が八丈島に渡ってきた時、各村に一つだけ願い事を叶えてやるといった。その結果は以下

の通りである（本山・179-180頁）。 

 

①三根村は声といった。そのため三根村には歌が上手い人が多い。  

②大賀郷村は良港を望んだ。それが八重根港である。 

③樫立村は「容貌」を望んだ。そのため樫立村には特別な美人はいないが、不具者はいない。 

④中之郷村は水を望んだ。そのため五ヶ村中で一番飲料が豊富である。 

⑤末吉村は木を望んだ。そのため材木が五ヶ村で 1番多い。 

 

為朝と水源 

 為朝と水源とを結びつける類似伝説が多い。 

 

①源石：大賀郷にいた為朝は大変モテた。それで村の男衆の嫉妬を買った。そのため水止めをさ

れて困った。そこで為朝は樫立村に向かったが、喉が渇いて困ったので、大石を杖の先で突いた。

すると水が湧きだした（本山 166-171）。 

②コーブネノコー（川船の川）：大賀郷にある。東山麓にある薬師堂傍にある清水。「為朝様」が湧

出させたという。忌服中の者や不浄の女が水を汲むと枯れた。卜部を呼んで祝詞をあげると回復し

た。この風習は消滅している(本山 179頁)。 

 

③メイルクドの堤池：堀切の伝説で討った矢が落ちた地に湧いた泉。 
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④ハテヒノカワ：末吉にある。「為朝様」が矢筈あるいは杖で突いて水が湧出したという(本山 173-

174頁)。 

⑤タチモトの泉：三根にある。為朝が矢で突いて水が出たという（本山 173-174頁）。 

⑥サコーノコー（射抜き水）：三根にある。「為朝様」が喉が渇いたので矢の根で地を突いて出した

という（下図。跡地。今は開発によって存在しない）（本山 173-174頁）。 

 

(4)その他伝承 

船着鼻（大賀郷） 

為朝上陸の地（本山 166-171頁。下図）。 

 

コバシ山（大賀郷） 

為朝はここに一時期住んで海苔を焼いた所と伝わる（本山 175-178）。 

 

宗福寺住職（三根） 

代々源姓を名乗る。為朝の子孫だという（野口）。異論もある（近藤）。 

 

為朝の船造り（樫立） 

為朝が八丈小島に渡る際に船を故事に因んで、板を挽いた場所や船を組み立てた場所等の伝

承がある。 

 

藍が里（中之郷） 

為朝が「ああ、佳い里だ」と言った辺りをアイガ里というようになった（本山 173-174頁）。 

 

大樋（中之郷） 

「為朝様」が村民を助け、田の掛水を取るために大きな樋を造って掛け渡した所。傍に為朝神社

がある（下図）。 

https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/20100698.html
https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/20100698.html
https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/20100698.html
https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/20100698.html
https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/20100698.html
https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/20100698.html
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為朝の足跡傍の泉（末吉） 

為朝が足を洗ったので、いつも濁っているという（本山 174-175頁）。 

 

９．八丈小島 

 本島から 6km 程度西方にある。現在は無人島になって 50 年である。宇津木村と鳥打村があっ

た。 

 

宇津木村 

「為朝公」が空木（うつぎ）を差したので、宇津木（うつぎ）村という（本山 180）。 

 

鳥打村 

為朝公が礫で鳥を打ち落としたので、鳥打（とりうち）村という（本山 180）。宇津木村跡地には八

郎神社がある（下図）。この神社が八丈島の為朝関連神社の総本社に相当する。有人島時代は祭

礼があった（南海タイムス・2018年 7月 27日・９面、東京都教育庁社会教育調査部 55頁以下）。 

 

為朝の剣と鎧 

為朝神社にあった（下図。八丈島民俗資料館所蔵。右は服部屋敷跡にある装備図。なお同様

の図を所蔵する家が幾つかあるようだ）。 
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為朝の海苔封じ 

由来にはバリエーションがあるが、共通するのは上陸時に為朝が滑って転んで、為朝が海苔を

呪う言葉を吐いたということである。それ以後、海苔ができなくなった（東京都教育庁社会教育調査

部 55頁以下 64頁・注７）。 

 

為朝の子殺し 

御蔵島と同じような子殺し伝説である。7 歳の子をその弓矢の才能の為に殺し、海に投げ捨てた。

その場所に「くらくらと」湧く水があり、そこを黒瀬という（東京都教育庁社会教育調査部 55 頁以下

64頁・注９）。 

 

坪沢 

官軍に敗れ、自害した為朝の首が転がった場所。 

 

10．青ヶ島 

 八丈島からおそよ 60ｋｍ南にある。『保元物語』にある為朝が渡った「鬼ヶ島」とは青ヶ島のことで

あるといわれる（青ヶ島教育委員会 454頁）。青ヶ島にも為朝の伝承はあるのだが、為朝神社はな

い（為朝の家来でった忠次郎を祀る神社はある）。 

巫女が歌う祭文では為朝は万物の拠り所＝神であり、信仰対象である。ただ語られる伝説は八

丈島のものばかりである。ただし祭文では為朝は八丈小島で官軍＝悪霊鬼神に勝利している（祭

文については野口・為朝本地・1995年 4月 9日に詳しい）。 

 

11.沖縄 

伊豆諸島から沖縄に渡ったという。実際、両列島間には黒潮反流が流れており、見た目の距離

感よりも早く沖縄に到達する。為朝渡来伝説は沖縄人によって固く信じられているという。また源氏

が琉球に根付いたため、沖縄本島には平家の落ち武者が定住できず、彼らの遺跡は残っていな

いとされる（防衛研修所 12頁、沖縄朝日新聞社 259頁）。 

 

為朝公上陸の址 

今帰仁村運天港にある石碑。東郷平八郎元帥が 1922年（大正 11年）に建立した（下図）。 

https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/11114428.html
https://blogs.yahoo.co.jp/yikeda31/11114428.html
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(1)渡海時期 

 伊豆諸島での為朝の最期前と伊豆諸島での追討後とするものがある。 

 

追討前：17世紀成立の沖縄王国正史である『中山世鑑』はこちらをとっている。為朝が大里按司の

娘を娶り、尊敦という子をもうけ、妻子を連れて帰郷しようとするが、2度海が荒れ、引き返した。船

乗りが女性が船に乗ると、竜宮の神が怒り、海が荒れるというので、妻子を降ろして 1人で帰った、

という記述がある（首里王府・中山世鑑・後掲・51-52頁）。 

 

追討後：大島から琉球に逃れ、そこで魑魅を倒し、王となり、死後は舜天太神宮として祭られたとす

る説（寺島・和漢三才図会・３・巻 13・209頁および同・10・巻 68・250頁）や大島から逃れて八丈島

を経て琉球に渡り、後に祭られたとする説がある（林道春・本朝神社考・189頁、高橋・38頁）。また

経路は不明だが 1187年上陸したとする記述もある（和歌森・「琉球」） 

 

(2)琉球王になったのは誰か 

為朝の子：一般的にはこちらの方が浸透している。『中山世鑑』は前述した尊敦が舜天王になった

とする（首里王府・中山世鑑・17、51-52頁）。 

 

為朝本人：前述した寺島や林はこの説をとる。 

 

(3)その他 

為朝といろは文字 

為朝が伝えたと伝わる（沖縄朝日新聞社 259頁）。 

 

考古学と為朝 
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現代沖縄人の起源は 10世紀前後であることから、為朝渡来説をまじめに検討する必要を説く

（高宮・６章）。 

 

小括 

 大島から南下して新島までの伝承の殆どは『保元物語』における記述と矛盾するものではなく、

記述されていない為朝の日常生活等を補充する内容が多い。ところがはっきりとした為朝関連の伝

説が残らない神津島を挟んだ三宅島から伝説に現実離れしたものが目立つようになる。この傾向

は八丈島まで続き、その程度も大きくなる。 

 

二 源義経 

はじめに 

 源義経は為朝の兄義朝の子である。つまり為朝の甥である。『吾妻鏡』では義経は 1189年（文治

５年）に衣川で藤原泰衡によって討たれている。為朝の伝説が南下する傾向があるのに対し、源義

経の生存伝説は北上する傾向にある。以下では義経生存伝説が語られる北海道、中国大陸の順

番に紹介する。 

 

１．北海道における義経  

(1)義経渡海説の初め 

 義経が北海道（蝦夷地）に渡ったという伝承は室町時代には存在している（原田 45-46頁）。ただ

これは生存伝説としてではない。 

 

(2)生存伝説としての義経渡海説の初め 

 義経生存伝説としての北海道への渡海が語り継がれるようになるのは近世以降である。初めに義

経渡海説に言及した歴史家は林羅山と林鵞峯による『続本朝通鑑』巻 79（1670年）であるとされ

る。これは生き延びた義経が北海道に渡り、そこで子孫を残したと伝えるだけである（原田 106-107

頁）。 

 

(3)義経の蝦夷英雄化 

寛永年間を過ぎた頃には義経渡海説は庶民にも広まっていた。 

 

『異本義経記』（1677年から 1703年頃成立） 

義経渡海説の契機となった。渡海した義経は義経大明神として崇められていると紹介した2。こう

して神格化された義経はアイヌ民族の英雄と結びつけられて行った。 

 

                                                   
2義経が蝦夷で尊敬され、崇拝されたことに関連して次のような伝承がある。兜の鍬形部分をアイヌ

はクワサキと言う。その由来について 1797年（寛政 9年）、橘南谿によって著された『東遊記』は、

渡海した義経主従はアイヌ民族に尊敬された為、彼らは義経の兜の鍬形をクワサキと伝えたのだと

いう。このことを前提とする記述は同書以前の 1715年（正徳 5年）に記された「松前志摩守差出候

書付」にある。 
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馬場信
のぶ

意
の り

『義経勲功記』（1712年） 

義経は北海道でアイヌの棟梁となった。シャクシャインは義経の末裔3。 

 

徳川光圀『大日本史』 

当時の最高権威の歴史書も蝦夷渡海→英雄伝説に同調した（徳川・巻 187・690頁）4。 

 

近松門左衛門「源義経将棊経」上演（1706年） 

 アイヌ神話には天から降臨してアイヌ文化の基礎を築いたオキクルミという英雄がある。その従弟

（または弟）にサマユンクルという者がいる。こちらは短気で浅慮で慌て者とされる（地方によっては

逆）。このオキクルミ＝義経とする伝承が広まった。この作品は義経＝オキクルミを庶民に広めるの

に１役買った。 

 

新井白石『蝦夷志』（1720年） 

義経＝オキクルミの風習を伝えた。その後も諸本では同様の記述が相次いだ5。 

 

木村謙次『蝦夷日記』寛政 10年 7月 19日条と 8月 2日条 

木村は蝦夷松前御用取扱の任にあり、蝦夷地巡見に赴いた近藤重蔵や最上徳内に同行した。

ここでも義経に関するとして択捉と国後のオキクルミとサマユンクルの話を書き留めた6。 

 

(4)義経の樺太王説 

米山沾涼『本朝俗諺志』（1746年）巻四 

義経は樺太で農耕と文字を教えて国王となり、源国を建国したとする(原田 123頁)。 

  

２．大陸における義経 

 北海道渡海説と大陸渡海説は同時並行的に生じたようである。 

 

(1)大陸渡海説の始まり～越前新保の船の韃靼漂着一件（1643年） 

 この時の乗組員の記録に北京で義経と弁慶のような像が描かれた札が門々に貼ってあったという

証言があった。この供述は後に『韃靼漂流記』として流布した（原田 109頁）。 

 この頃から義経が北海道からさらに大陸渡海説が受け入れられるようになったという（原田 120

頁）。 

 

                                                   
3『異本義経記』を増補した『義経知緒記』も義経が棟梁になったことについて同様の記述をした。ま

た遠藤元閑『本朝武家評林』（1700年）もシャクシャインを義経の末裔だとした。 
4例えば、寺島・後掲・巻十三「蝦夷」や巻六五「衣川」。  
5上原熊次郎が 1792年（寛政 4年）に著した『藻汐草』ではオキクルミ＝義経、「シヤマイクル」を弁

慶とする。串原正峯が 1792年（寛政 4年）に著した『夷諺俗話』では逆でその「夷言」ではサマユ

ンクル＝義経、オキクルミ＝弁慶と伝えているという 
6以上は原田・後掲・99-119頁。なお原田はこうした伝説は和人がアイヌに伝えたものと理解する。 



19 

 

(2)金渡海説 

京都養源院住職『可足記』（延宝年間（1673-1681年）以降） 

公刊された書物ではないが、義経は金（1115-1234年）で源義澄と名乗ったとする。 

 

加藤謙斎『鎌倉実記』巻 17（1717年） 

 刊行されたものとして義経大陸渡海説に言及した。『金史別本』（実は存在しない）を典拠として

義経が金の章宗に仕えたとする。ただこれは知識人を信じさせたなお『金史別本』という文献は存

在しないとされている。従って、この伝承は捏造だったのが、佐久間洞巌等の歴史研究者を信じさ

せた。 

 

串原正峯は『夷言俗話』（1792年）巻一 

 この頃には金渡海説は民間にも浸透していた（原田 119-121頁）。 

 

(3)清始祖説 

滕英勝『通俗義経蝦夷軍談』（1768年）凡例 

1643年の韃靼漂着事件で言及された札の肖像＝義経→義経の子孫が清建国。 

 

森永見『国学忘貝』（1783-1787年） 

義経清始祖説を広めた。その際、清の歴史書『図書集成』（実在）にある『図書輯勘』を引いた

（実は不存在）。ここで清皇帝自ら義経の子孫だと記したという。その後、同様の記述をする書物が

増えた（原田 119-128頁）7。 

 

(4)義経チンギス・ハン説 

シーボルト『日本』（1852年）第 1篇「日本の地理とその発見史」第 5章注 10 

最初に義経＝チンギス・ハン説の論陣を張った。根拠は彼の通詞がこの事を語ったことと新井白

石が義経韃靼渡海説を採用していることである。加えて、 

 

①チンギス・ハン即位年と義経自害年が 1189年で同じ。 

②チンギス・ハンが即位に用いた旗が白旗、源氏の旗も白。 

③ハン＝汗は日本語の守と語源が一緒。 

④白尊重は日本朝廷と一致。 

 

松浦武四郎『西蝦夷日誌』（1863年）第 2編 

シーボルトが中国に渡って、「建靖寧時記」という碑文をみたことを伝える。碑文には元太祖は日

                                                   
7松前藩家老であった松前広長による「『夷酋列像附録』(1790年)、古川古松軒『東遊雑記』（1789

年）巻七、神沢杜口『翁草』巻 186「清朝天子源義経裔の説再考」、恩田蕙楼『竈北瑣
そ う ほ く さ

語
ご

』（1813年

以前）七、松浦静山『甲子夜話』（1821-1841年）正編巻 63、88、続編 18、間宮林蔵『窮髪紀譚』

（1826年）。その他、読本だが、都賀庭鍾『義経盤石伝』巻６下では義経は宋を助けて元と闘い、

一部の地域に清和国を建国したと描いた。 
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本人で兄の勘気に触れて蝦夷に渡り、彼らを服従させた後、蒙古に渡り、中国を治め、国号を源を

借りて元としたと聞いたと書いてあったという。 

 

小括 

 義経生存説は 17世紀中葉には発生しており、内容としては蝦夷渡海説と蝦夷・大陸渡海説が

併存的に生じた。やがて大陸渡海説が優勢になり、金臣下から遂には元太祖となった。そしてこの

間約 200年だった。 

 

三.安倍貞任 

はじめに 

 『陸奥話記』によれば、安倍貞任（～1062年）は東北地方の豪族で、身長６尺、腰回りは 7尺 4

寸もあった。父親は俘囚長、安倍頼時（～1057年）である。貞任は前九年の役の猛将として描かれ

る。源頼義（988年-1075年）、義家と争い、黄海柵（きみのさく）では大勝した。しかし 1062年（康

平 5年）、厨川柵で戦死した（享年は 34歳または 44歳）。その首は京都に運ばれた（朝日新聞

社・「安倍貞任」）。 

 貞任の生前の行動範囲は陸奥、その中でも現在の盛岡中心である。地元民にも英雄として愛さ

れ、安倍舘には貞任宗貞神社がある。 

 

安倍舘山8 

厨川の柵が落ちると、貞任は炎上する舘から黄金を積み、安倍舘を出た。その後、小野松山を

越えて玉山に入った。それから姫神山の尾根の明神山まで落ち延び、安倍舘山に入った。ここに

                                                   
8盛岡における生存伝説は太田・後掲による。 
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安倍屋敷を築いた。そして再度の君臨を誓って黄金の鶏を井戸の踏み石の下に埋め、姿を隠し

た。 

 

兜明神岳 

厨川の柵が落ちると、貞任は梁川に入り、八木田から高畑を越えて建石山に落ち延びた。そこ

の里人から稗の粥を受けたが、源義家の追手が迫りったので、山の峰を走り去った。この時、貞任

の家来に魔法使いがいて、貞任一党を烏にして山の峰を走らせた。里人は山の峰に群がる烏をみ

て、その山の峰を烏峠というようになった。 

 その後、義家と貞任は矢合戦を行ったが、貞任は再び敗れ、戦意を失い、山々に逃れた。そして

明神岳（1005ｍ。岩手郡と下閉伊郡の境）の岩穴に隠れた。義家はこれを発見したが、戦意のない

貞任をみて見逃した。明神岳の岩穴には貞任の兜があると伝わる。 

 

血散りが浜（青森県） 

前九年の役で敗れた貞任は本州北端佐井まで落ち延びた。ここで義家の軍勢に追い詰められ

た。貞任は体中に矢を受けたが、死なずに鬼になり、不死身となった。そして北を守る鬼神となった

（県庁ねぶた実行委員会・後掲）。 

 

小括 

 貞任の生存説は全て山や浜等、人が常住しない場所に関する。なお青森の伝説は現実離れし

ているが、貞任の最期とその生存を願う人々の願いが融合した内容のようにも受け取れる。 

 

結～総括 

 ３英雄共に、人々がその生存を願うような英雄である点で共通している。それから各英雄の考察

から次のような傾向がみられる。 

 

為朝伝説より 

英雄生存伝説の起点から地理的に離れると、伝説のスケールが大きくなる。 

 

義経生存説より 

 生存伝説が長期間に及ぶとスケールが大きくなる。また同時期に複数の伝説が存在した場合、ス

ケールの大きい方が選択される傾向がある。 

 

貞任生存説より 

生存説の多くは生前の活動範囲に収まるようだ。生前の活動のスケールと生存説との間に関連

性がないか？←為朝、義経と比べて見劣り感が否めない 

 また生存伝説は人々が容易に知り得ない場所（山奥や浜）に関して生じ易い傾向がみられる。 
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樋口修司『伊豆諸島を知る事典』（東京堂出版、2010年）。 

広瀬節良『みくらかたり』（御蔵島観光協会、2015年)。 

防衛研修所『沖縄現地研修戦史講義資料 沖縄作戦梗概』（防衛研修所、1964年）。 

三菱重工業『貨客船｢橘丸」の概要』（三菱重工業、2015年）。 

本山桂川『嶋と嶋人』（八弘書店、1942年）。 

和歌森太郎『日本歴史事典』５版（実業之日本社、1954年）。 

BIRDER編集部『BIRDER SPECIAL エコツーリズムで三宅島復興！三宅島の自然ガイド』（文一総
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【web資料】 

海上保安庁「海洋速報＆海流推測図」< http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/KAIYO/qboc/e

xp/kyucho.html >２019年 2月 25日アクセス。 

県庁ねぶた実行委員会「安倍貞任と八幡太郎義家」『日本の火祭り青森ねぶた』（2010 年ねぶた
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